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Chers amis,
Qu'on se le dise : cette première rentrée de printemps à 
l'Institut français du Japon – Okinawa sera mouvementée !
Parmi les nouveautés de ce printemps 2020 et dans le 
cadre du mois de la francophonie, nous vous proposerons 
l'exposition de la pétillante artiste française Laurence 
BENTZ pendant deux semaines dans les locaux de l'Institut, 
du 13 au 28 mars, ainsi que la projection du film franco-belge 
« Nos batailles » et une participation à l'événement d'e-sport 
organisé par le journal Ryukyu Shimpo le 26 avril prochain.
Concernant l'enseignement du français, de nombreux 
nouveaux cours vont ouvrir ce printemps : « Chanter 
en français », « Le français dans les BD » ou encore « Le 
français dans la littérature et ses adaptations », ainsi que de 
nouveaux cours pour enfants le samedi matin.
La grande Journée portes ouvertes nationale du 28 mars 
vous permettra de participer gratuitement à divers cours 
et conférences organisés à l'Institut. À cette occasion, un 
grand concours national sera organisé, vous permettant de 
gagner, entre autres, un billet d'avion ANA Okinawa-Paris, 
des coupons de réduction sur les cours de l'institut (20 à 
50%), ainsi que des offres promotionnelles sur les cours 
à distance.
Avec tous ces événements culturels et le développement 
des concours et des ressources pédagogiques en ligne, 
notamment sur TikTok, YouTube et Twitter, l'institut français 
du Japon – Okinawa continue sur sa lancée et vous promet 
toujours plus de nouveautés et de dynamisme !
Belle rentrée de printemps à tous !!
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アンスティチュ・フランセ沖縄 
教務・総務主任
ジスラン・ムートン
Ghislain MOUTON
Responsable administratif et pédagogique 
Institut français du Japon – Okinawa

親愛なる皆様
アンスティチュ・フランセ沖縄にとって初めて迎える春学期。
多彩なプログラムをご案内します！
2020年春にお届けするイベントの中でも、フランコフォ
ニー月間では、アンスティチュ・フランセ沖縄館内で、きらめく
才能あふれるフランス人アーティスト、ローランス・ベンツの
展覧会を3月13日～28日の2週間開催します。また、フラ
ンスとベルギーの合作映画『パパは奮闘中！』の上映、4月
26日には、琉球新報が主催するeスポーツのイベントに参
加します。
フランス語講座では、多くの新講座が開設されます。「シャン
ソンの中のフランス語」、「漫画（バンド・デシネ）の中のフラン
ス語」、「文学の中のフランス語」をはじめ、土曜日の午前中
の子供のためのフランス語講座が新たにスタートします。
3月28日のフレンチオープンデーは、アンスティチュの講座
やセミナーを無料で体験できる一日。この日、全国のアンス
ティチュが参加して行われる抽選会では、ANA日本–パリ
間往復航空券、アンスティチュ・フランセの受講料割引クー
ポン（20～50 %引き）や通信講座の特別価格などの賞
品が当たります。
アンスティチュ・フランセ沖縄は、文化イベントやコンテストの
充実、TikTok、Youtube、TwitterなどSNSで配信する学習
教材で、常にエネルギッシュに新しいことを発信し続けます！
皆様に素晴らしい春学期を！！
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＊ 抽選で当たる！ 　 ＊ après tirage au sort
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プログラムはこちら詳細はこちら

クラスの選択
CHOISIR SA CLASSE

体験レッスン申込
講座プログラムやサイト
等で日時をお確かめの
上、前日迄にご予約下
さい。

フランス語入門デーに 
参加あるいは面談申込
レベルチェックと個別面
談で、クラス選択のアドバ
イスが受けられます。

体験レッスン
実際の授業の縮小版。 
アンスティチュの紹介や講
座の概要、個別の質問に
も対応します。

登　録
登録用紙提出
とお支払いを
済ませたら、そ
の日から会員
特典が受けら
れます。

受講スタート
恵まれた環境
をフルに活用し
てフランス語ス
タート！欠席し
たら他のクラス
で振替を。授業見学

本登録の前にご自身のレ
ベルに合っているか、見学
をおすすめします。
（1,000円、登録の際返金）

講座レベル NIVEAUX 
A1入門 DÉBUTANT フランス語の基礎レベル。 

日常生活の単純で具体的な状況やごく簡単な言い回しを理解できる。

A2初級 ÉLÉMENTAIRE フランス語の初歩をマスター。 
身近で日常的な話題を理解でき、自分に関する問題を単純な手段で表現できる。

B1中級 INTERMÉDIAIRE フランス語を効果的にマスターしているが限界がある。身近な分野での明快で標準的な表現で 
あれば理解できる。旅行先で会話をこなし、自分に興味のあることを話すことができる。

B2中上級 AVANCÉ フランス語を全般に渡り自主的に運用できる。複雑な文章の要点を理解し、 
専門的な内容の会話でも参加し、筋道の通った意見を明確かつ詳細に述べることができる。

C1-C2上級 SUPÉRIEUR フランス語の優れた運用能力を持つ。含みのある難解な長文の殆どを理解し、 
複雑なテーマについて、自然に、流暢かつ理論的に述べることができる。

TYPES DE COURS

講座の種類 
PORTES OUVERTES

フレンチオープンデー 

　   フランス語が初めての方

フランス語を習ったことがある方

1

1

2

3 4

2

※ ①②はあくまでも任意ですが、スムーズな受講のためにお勧めします。

講師紹介
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Ghislain MOUTON

北フランスのリール出身。
柔道をきっかけに、日本文
化とアニメに興味を持つ。
趣味は柔道、バスケ、読書
と地ビール。日本語学習歴
20年。在沖縄歴12年。

Florence SALZE

プロヴァンス地方のマルセ
イユ出身。フランスと日本の
大学で日本語を専攻。南
アフリカで数年働いた後、
日本に戻れて嬉しいです。
趣味は旅、料理、ハイキン
グと自然。

Jerémy SAJOUS

リゾート地として有名な南
フランスのニース出身。 
日本文化が好きで、大学の
専攻を日本語に。在日歴 
8年。趣味は文学、歴史、
音楽とゲーム。

ご予約・お問い合わせ　☎ 098-975-7501　www.institutfrancais.jp/okinawa/
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受講手続きと受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

2020年春学期

4月4日（土）～ 6月27日（土）

※ 4 /29（水・祝）は授業を行います。
※ 全館休館（4 /30 -5 /6）
※  6 /6（土）は DELF・DALF試験実施のため、 
全講座休講となります。

登録受付

3月14日（土）～ 3月28日（土）

授業開始後でも、空席のあるクラスにはご登録いただけ
ます。受講料の割引はございませんが、振替制度をご利用
いただけます。申し込み人数が少ないクラスは閉講となる
場合がありますので、お早めにご登録ください。

受付執務時間

火・水・金 10:00-13:00 / 14:00-19:00 
木 14:00-19:00 
土 10:00-13:00 / 14:00-18:00

ご登録、ご相談は執務終了30分前迄にお越し下さい。

年会費

初回 継続2年目以降

学生*（学生証提示）・子供 無料 無料

元ひつじフランス語教室
の受講生 無料 無料

一般 3 ,000円 1 ,500円

*学割で通学定期券が購入できる学生に限ります。

 ╚ 年会費をお支払いいただいた方は自動的にクラブ・ 
フランスの会員となり、カードが渡されます。年会費は、
プライベートレッスン・集中講座・アトリエ・セミナーを除
くすべての講座の受講者が対象となります。有効期間は
4学期間。

お申し込みの際の注意事項
 ╚ 受講料未納のまま無断で受講することは固くお断りい
たします。

 ╚ 第一回の授業前あるいは授業後、申し込み人数が規定
に満たないクラスは閉講となる場合があります（新講座
は3名、既存の講座は4名）。その場合、同等のクラス、 
あるいはプライベートレッスンをご案内いたします。変更
するクラスがない場合は、返金いたします。

 ╚ 一度お支払いいただいた年会費、受講料は上記以外
の理由による返金はできません。クラス選択については、 
充分に受付で相談されご納得の上、決定してください。

 ╚ 祝祭日も授業は行われますが、受付はお休みとなります。

 ╚ 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合、
受講をお断りすることがあります。

 ╚ 台風などの自然災害やその他の理由で公共交通機関
が停止した場合、または特別警報や避難指示が発令さ
れた場合、授業は中止となります。

 ╚ その他の事項については登録時にお渡ししている受講要
綱をお読みください。必要な場合は受付にお尋ねください。

受講料

フランス語講座
グループレッスン受講料

1時間あたり
1 ,750円 ～

※  プログラム内に提示したフランス語講座の料金は、春期講座の総額です。 
別途年会費やテキスト代が必要となります。

初めて登録される方
写真 1枚（4×3 cm）、年会費、受講料（テキストを使用す
る講座に登録される方はテキスト代）を窓口にお持ちくだ
さい。
引き続いて登録手続きをされる方
受講生カードと受講料を窓口にお持ちください。なお、年
会費の期限が過ぎている方は所定の更新料が必要とな
ります。

 ╚ 年会費・受講料のお支払いは全額、前納していただくこ
とになっております。

 ╚ 現金の他、銀行振込＊1、クレジットカード＊2でお支払い
いただけます。  
＊1  ご希望の方にはメールにて請求書を送付いたします。  
＊2  VISA、MASTER、DC（5,000円以上でご利用可能、1回払い）。

3月28日（土）までに登録されると、受講料半
額券とオリジナルグッズが抽選会で当たります。
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サービス
AVANTAGES

クラブ・フランス会員特典
  アトリエ・セミナー、イベントの割引
  デジタル図書館（キュルチュールテック）へのアクセスが可能

受講生サービス
  2つ目講座割引：同学期に二つのフランス語講座を
受講すると、 低料金の方を10％割引 
（フレックス講座・個人レッスンは対象外）

  4学期連続割引：4学期目か翌学期に二つのフラ
ンス語講座を受講すると、低料金の方を50％割引 
（フレックス講座・個人レッスンは対象外）

  集中講座：フランス語講座を受講中の方は10％割引
  フランス語入門デー 当日登録、ひつじフランス語教室
の受講生、お知り合いのご紹介で、年会費無料（新規
登録されたお知り合いの方と、紹介者お二人の年会費
が一年分免除となります）

  DELF・DALF、TCF 受験料：出願時フランス語講
座を受講中の方は、受験料1000円割引

  仏検1級合格者の会（ALFI）、日本フランス語教育学
会（SJDF）、日本フランス語フランス文学会（SJLLF）
の会員：フランス語講座の受講料を1500円割引

  欠席講座振替制度：授業を欠席された方に、代わり
の講義を受講していただけるサービス。2日前までにお
電話か受付にて希望の振替先をお知らせ下さい。メー
ルでのお問い合わせ、お申し込み、振替手続き後の変
更はお受けしておりません。（一学期3回まで、開講初
日除く）

  フランス語講座の見学：登録前に2回まで授業の
見学ができます。1クラスにつき1000円で、登録の際
に受講料の一部とみなします。前日までにご予約くださ
い。短期間のクラスの見学はできません。入門クラスは
3週目以降に1回のみ見学可能です。

春学期 2020通信・オンライン講座
アンスティチュ・フランセ日本の

パソコン、タブレット、スマートフォンパソコン、タブレット、スマートフォン スカイプ /電話

添削指導による通信教育

オンラインプライベートレッスン
通信講座

オンライン講座
パソコン、タブレット、スマートフォン

オンライン講座
パソコン、タブレット、スマートフォン

定期的に学校に通うことができない方、通学講座には通っているけれど、学習の補足をしたい方など、
場所と時間を選ばない通信・オンライン講座を是非ご検討ください。入門から上級レベルまで＊1

対応、バラエティに富んだ講座＊2に加え、3つの学習方法をお選びいただけます。

＊1　それぞれのフランス語学習習得レベルに応じて、入門（初心者）から上級コース （A1-C1）まで選べます。レベル分けの
 詳細は、通信・オンライン講座のサイトの「オンライン・レベルチェック」で！
＊2　 講座の種類 • 総合フランス語 • ビジネスフランス語 • 会話レッスン • 読解・作文強化 • 聞き取り強化 • 文法とディクテ
  • 翻訳（仏文和訳・和文仏訳） • 試験対策 • 観光ガイド • ガストロノミー・フランスの食文化

tsushin@institutfrancais.jp☎ 03-5206-2860 www.institutfrancais.jp/distance
通信・オンライン

通信広告202011-A5half.pdf   1   2020/01/30   15:00
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総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

A1  入門  DÉBUTANT
Spirale

使用するテキスト『Spirale』は、初めてフランス語を学ぶ日本人のために編集された教材。練習問題や文
法解説に日本語訳がついているので、初心者が安心して学ぶことができます。

A1-1
OG101 a Spirale Unité 1 G. Mouton 水 10:30-12:00 16.5h ¥28,875

OG101 b Spirale Unité 1 G. Mouton 金 19:00-20:30 16.5h ¥28,875

OG101 c Spirale Unité 1 F. Salze 土 15:00-16:30 16.5h ¥28,875

OG103a Spirale Leçon 10 F. Salze 水 19:00-20:30 16.5h ¥28,875

OG103b Spirale Leçon 10 G. Mouton 火 10:30-12:00 16.5h ¥28,875

A1
入門

Édito A2

『Spirale』修了者や既学習者の次のステップとして、総合的なコミュニケーション力をつけることができ
る講座。
新 OG201 a Édito A2 Unité 1 F. Salze 水 14:00-15:30 16.5h ¥28,875

新 OG201 b Édito A2 Unité 1 F. Salze 木 19:00-20:30 16.5h ¥28,875

新 OG201 c Édito A2 Unité 1 G. Mouton 金 10:30-12:00 16.5h ¥28,875

OG203b Édito A2 Unité 4B F. Salze 土 1 1 :00-12:30 16.5h ¥28,875

Édito B1

文法はもちろんのこと、4つのスキル（読む・書く・聞く・話す）を磨くタスクも多数。総合力のアップに役
立ちます。テキスト以外にも様 な々音声資料やビデオを使うことで、総合力のアップに役立ちます。
新 OG301 a Édito B1 Unité 1 F. Salze 木 15:00-16:30 16.5h ¥28,875

OG303b Édito B1 Unité 3A G. Mouton 土 12:30-14:00 16.5h ¥28,875

Édito B2

中上級レベルへの橋渡し。語学練習に加え社会的テーマも盛り込まれたテキストで、学習者がどのよう
な場面でも困ることのないよう考慮されています。 
新 OG401 a Édito B2 Unité 1 F. Salze 金 19:00-20:30 16.5h ¥28,875

A2  初級  ÉLÉMENTAIRE  

B1  中級  INTERMÉDIAIRE  

B2  中上級  AVANCÉ 

A2
初級

B1
中級

B2
中上級

新

新

新
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A1
入門

文学の中のフランス語   Le français dans la littérature et ses adaptations

フランス文学作品と共に、それに基づいてできた映画、フランス漫画などを使い、読解力と聴解を磨く講座。教材はルーイ
14世時代の作品から現代の小説まで、幅が非常に広いです。
新 OB101 文学の中のフランス語 J. Sajous 火 18:30-20:00 16,5h ¥28,875

漫画（バンド・デシネ）の中のフランス語  Le français dans les BD

フランスの漫画、バンド・デシネを使ってフランス語を勉強しましょう！作品を読んだり、セリフを書き換えたり、読解力や筆
記能力がレベルアップしながら、文化に触れる講座です！
新 OB201 漫画 （バンド・デシネ） の中のフランス語 J. Sajous 土 14:45-16:15 16,5h ¥28,875

文化で学ぶフランス語
COURS CULTURELS

A2+

初級以上

B1+

中級以上

ビジネスフランス語
FRANÇAIS PROFESSIONNEL

観光のためのフランス語   Français du tourisme

ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックなどで日本を訪れるフランス語圏からの旅行者に、観光、文化や時
事について文章や口頭で日本を紹介出来るように、翻訳の練習をします。

新 OP 101 観光のためのフランス語 G. Mouton 水 19:00-20:30 16,5h ¥28,875

A1
入門

A1
初級

発音   Prononciation

正しい発音抜きにフランス語を理解してもらうことはできません。この講座では様 な々課題に沿ってトレーニングしていきます。
OA101 発音 G. Mouton 土 16:00-17:00 1 1 h ¥19,250

ニュースで学ぶフランス語   France actu 1 / 2

毎週一つのニュースを取り上げます。新聞記事やTVのルポルタージュに慣れるうちに、語彙が豊かになり、与えられたテー
マについて積極的にディスカッションできるようになるでしょう。 
新 OA201 a ニュースで学ぶフランス語 1 F. Salze 火 14:00-15:00 1 1 h ¥19,250

新 OA201 b ニュースで学ぶフランス語 2 F. Salze 金 1 1 :00-12:00 1 1 h ¥19,250

OA203 ニュースで学ぶフランス語 2 F. Salze 土 17:00-18:00 1 1 h ¥19,250

シャンソンの中のフランス語   Chanter en français 

皆さんが必ず一度聞いたことがあるシャンソンをフランス語で歌いながら、発音指導を中心に文のリズムを簡単に説明します。
「夢見るシャンソン人形」、「愛の讃歌」、「オー・シャンゼリゼ」などを一緒に楽しく歌ってみませんか？
新 OA301 シャンソンの中のフランス語 G. Mouton 人数次第で日程決定 1 1 h ¥19,250

B1+

中級以上

A1
入門

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE
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毎年行なわれる欧州留学フェアは今年で9回目を迎えます。
フランスを含むヨーロッパ各国から
数十の高等教育機関の代表者が来日し、
直接留学相談ができる絶好のチャンスです！
高校生から社会人まで、どなたでも参加可能で、入場は無料。
事前申込みをしていただければ素敵なプレゼントがもらえるチャンスも！
ぜひこの機会に理想の留学を実現する第一歩を踏み出してください！

Campus France - フランス政府留学局・日本支局
www.japon.campusfrance.org

フランス留学に関する情報はCampus Franceのホームページをご覧ください！

CAMPUS
FRANCE

欧州留学フェア 2020

5月16日（土）  東京　＠法政大学薩埵ホール
5月17日（日）  京都　＠同志社大学良心館

CONTACT

日程

www.ehef-japan.org

フランスの教育機関に直接会える！ 

printemps2020_IMP.pdf   1   2020/02/05   8:12

会話
CONVERSATION

日常会話を楽しむ   Conversation quotidienne

フランス人と仲良くなったらどのような会話をしたらよいか、そしてどのようなリアクションをしたらよいか、またタブーな話題
があるのかなどを学んで、日常会話を楽しみましょう。
新 OC101 a 日常会話を楽しむ G. Mouton 火 19:00-20:30 16,5h ¥28,875

新 OC101 b 日常会話を楽しむ F. Salze 水 10:30-12:00 16,5h ¥28,875

新 OC101 c 日常会話を楽しむ F. Salze 木 17:00-18:30 16,5h ¥28,875

新 OC101 d 日常会話を楽しむ G. Mouton 金 14:00-15:30 16,5h ¥28,875

OC103 日常会話を楽しむ G. Mouton 土 14:15-15:45 16,5h ¥28,875

ゲームを使ってフランス語を話す   Parler français avec les jeux de société

ゲームでフランス語を勉強しましょう！さいころを振って物語をつくる、決まったテーマと関係する単語をできるだけ多く書く
など、様 な々形のゲームを使って、会話力だけではなく、書き・読み・聴き、言語に必要な能力を楽しく身に着けていきます！
新 OC201 ゲームを使ってフランス語を話す J. Sajous 土 16:30-18:00 16,5h ¥28,875

A2
初級

A2
初級

プライベートレッスン
COURS À LA CARTE

プライベートレッスン
目的や都合に合わせた 
オーダーメイドの授業。
授業料　1時間：4,000円

セミプライベートレッスン
2名以上集まれば、 
仲間だけのクラスが可能。
授業料　 2名で1時間：5 ,000円　

3名で1時間：6 ,000円

学校や企業への講師派遣
ご要望に応じてフランス語講師を派遣
いたします。レベル、受講方法、期間な
どカスタマイズ可能。どうぞお気軽にお
尋ね下さい。
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B2
中上級

B1
中級

フレックス講座 – DELF演習   Cours FLEX – Entraînement au DELF

2～ 4名の少人数クラスで1時間、思う存分会話してみましょう。受講可能な時間帯を選び、受付にお知らせください。 
2名揃った時点でスタートします。フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じ
ます。
少人数 DFO1 1 DELF A1 フレックス

火～金曜  13:30-14:30/14:45-15:45/ 
16:00-17:00/17: 15-18: 15

土曜 16:00-17:00/17:00-18:00

1 1 h ¥33,000 *

少人数 DFO21 DELF A2 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

少人数 DFO31 DELF B1 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

少人数 DFO41 DELF B2 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

A2
初級

資格試験
CERTIFICATIONS

DELF（Diplôme d'études en langue française）・DALF（Diplôme 
approfondi de langue française）はフランス国民教育省認定の、外
国語としてのフランス語資格試験です。1度取得すれば更新の必要のな
いこの資格試験は、現在、世界160カ国以上で行われ、日本でも1991
年より実地されています。言語に関する欧州共通基準（CECRL）の6段
階に対応しており、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの力が評価
されます。

願書（DELF・DALF公式HPよりダウンロード可）をご記入の上、
受験料を添えて直接受付にてお申し込み下さい。遠方にお住ま
いの方に限り、現金書留による出願もお受けしています（出願受
付最終日必着。消印有効ではありません）。

詳細はDELF・DALFのパンフレット、またはwww.delfdalf.jpをご覧下
さい。 お問い合わせ: delfdalf＠institutfrancais.jp

出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

DELF・DALF フランス国民教育省フランス語資格試験

出
願
方
法

2020年度の募集は締め切りました。たくさんのご応募どうもありがとうございました。

フランス政府奨学金留学生制度（文系）
BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (CULTURELLES)

フランス政府奨学金留学生としてフランスで勉強しませんか？フランス語力を証明するTCFまたはDELF/
DALFの証明書があれば、どなたでも応募できます。

文学、言語学、哲学、法学の分野ではＢ2レベルが、人文社会科学、経済学、経営学、政治学、芸術の分野
では、Ｂ1レベルが要求されます。フランス語力が不安な方は、アンスティチュ・フランセ日本のフランス語講
座を受講して自信をつけましょう。

www.science-japon.org/bgf/

2020年度 春季試験日程 出願受付期間（沖縄）：    
2月28日（金）～4月22日（水） 17時まで

筆記試験 口述試験 受験料

DELF A1 6月6日 （土） 6月6日 （土） ¥9,900

DELF A2 6月7日 （日） 6月7日 （日） ¥1 1 ,000

DELF B1 6月6日 （土） 6月6日 （土） ¥13,000

DELF B2 6月7日 （日） 6月7日 （日） ¥15,000

DALF C1 * 6月6日 （土） 6月8日 （月） ¥20,000

DALF C2 * 6月7日 （日） 6月8日 （月） ¥22,000
 
* DALF C 1 /C2試験の実施は年 1回となります。秋季は予定しておりませんのでご注
意ください

B2A1 試験準備講座
をご用意しています。
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昨年6月、横浜フランス月間に招待されたイラストレーターのローランス・ベンツがこ
の春、沖縄で展覧会を開催するためにやってきます。本展では、横浜市黄金町のレジ
デンス滞在で制作した日仏両言語による「しりとり」をモチーフとする作品をはじめ、ミ
ニマルでカラフルなイラストを展示します。また、10年間続けたタブレットでの制作を
経て、再び手にとった筆で描いた新作も展示します。
会場：アンスティチュ・フランセ沖縄　 入場料：無料

Après avoir été l'invitée du mois de la France à Yokohama en juin dernier, l'illustratrice Laurence Bentz revient ce printemps pour 
une nouvelle exposition sur l'île d'Okinawa. On y retrouve son travail sur les mots franco-japonais  (shilitoli) qu'elle a mis en place 
lors de sa résidence à Koganecho, mais également des illustrations plus minimalistes et toujours aussi colorées. Elle présentera 
aussi ses nouvelles illustrations au pinceau, outil qu'elle se réapproprie après dix ans d'illustration sur tablette numérique.
Lieu : Institut français du Japon - Okinawa    Entrée : libre

Laurence BENTZ 展覧会 ― 「手作り」 
Exposition de Laurence Bentz - 100 % fait main
2020年3月13日（金）～ 2020年3月28日（土） 
Vendredi 13 au samedi 28 mars 2020 

シネクラブ 
Ciné-club / Ciné famille
4月18日（土）18 :30 
Samedi 18 avril, 18 h30

『パパは奮闘中！』   /  Nos batailles 
[2018年 /100分 /ドラマ/フランス・ベルギー ] 
監督・脚本： ギヨーム・セネズ
出演： ロマン・デュリス、レティシア・ドッシュ、ロール・カラミー

(2018 /100 min/comédie dramatique/France-Belgique)
Réalisateur : Guillaume Senez
Avec : Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy

一般：1,000円　/  Tarifs : Général 1.000 yens

こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS

イベント
ÉVÉNEMENTS

小学生クラス（対象：6～12歳)  
Cours de français pour les 6-12 ans 

子どものためのフランス語テキスト『レ・ルスティック』を使いながら、フランス語の読み書きや会話、
コミュニケーション力を養います。ゲームやグループワーク、フランス語のお話や歌など様々なアク
ティビティを通じて、「聞く」「話す」ことから「書く」ことまで橋渡しをしていきます。各レベル6学期
かけて修了します。

Spécialement conçue pour un jeune public, la méthode « Les Loustics » permet de développer toutes 
les compétences de locuteur francophone : écriture, lecture, communication et compréhension 
orale. Les enfants sont amenés à progresser en douceur de l'oral vers l'écrit à travers des activités 
variées : jeux en groupe, histoires, chansons, etc. Chaque niveau se complète en six sessions. 

OE101 小学生 低学年クラス　Les Loustics 1  (6-10ans) G. Mouton 土 Samedi 10:00-1 1 :00 1 1 h ¥19,250

OE102 小学生 中学年クラス　Les Loustics 1  (1 1 -12 ans) J. Sajous 土 Samedi 10:00-1 1 :00 1 1 h ¥19,250

A1
入門

© 2018 Iota Production / LFP –  
Les Films Pelléas / RTBF / Auvergne-
Rhöne-Alpes Cinéma
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ワインビストロ

加藤食堂
OPEN：18:00～24:00
定休日：火曜日・1ヶ月に1回不定休

〒 901-2224
沖縄県宜野湾市真志喜2-16-10
SKマンション1F
TEL/FAX： 098-890-2055

加藤食堂 katoshokudookinawa

ワインとフランスのお酒が楽しめるお店です。
料理はクラッシックなフランス郷土料理からお酒に合うおつまみまでご用意
しています。ワインを片手にビストロの雰囲気を味わって下さい。

Rose Century

ローズ  センチュリー

 090-8291-6002
Fax 098-836-7677

European style of flower
Happy to You!!

広告
PUBLICITÉ
広告主様を随時募集しております。詳しくは
お問合せください。
Contactez-nous pour plus de détails.


